
 

2021 年 11 月 24 日 

各    位 

会 社 名 株 式 会 社 オ ー ク ネ ッ ト 

代表者名  代表取締役社長 COO 藤 崎 慎 一 郎  

(コード番号：3964 東証第一部 ） 

問合せ先   
取締役常務執行役員 

谷 口 博 樹 
コーポレート部門 DM 

（TEL. 03-6440-2552） 

 
 

組織変更、執行役員の選任及び人事異動に関するお知らせ 

 
当社は、2021年 11月 24日開催の取締役会において、以下のとおり、組織変更、執行役員の選任

及び人事異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

 

1. 組織変更（2022年１月１日付） 

(1) 「営業統括室」を新設 

カスタマーコミュニケーション部門にて担っている当社の各事業特性を最大限活用した営

業戦略の構築を更に加速させ、営業力強化を実現していく事を目的に、新たな直轄組織となる

「営業統括室」を新設します。 

 

 (2) DX 部門「流通システム開発部」を「デジタルサービス開発部」に改称 

デジタルサービス、及びデジタルマーケティングやデータ分析の推進体制を明確化すること

を目的として、現在の「流通システム開発部」を「デジタルサービス開発部」に改称します。 

 

(3) DX 部門「DX ソリューション２部」を「DX ソリューション部」に改称、 

 DX 部門「DX ソリューション１部」はオートモビル事業部門へ移管 

各事業におけるシステムを機能別･サービス別に分類し、部門内の開発体制を明確にしなが

ら開発を推進してまいります。なお、「DX ソリューション１部」が担っているオートモビル事

業に関する開発機能は「オートモビル事業部門」へ移管します。 

 

 (4) 「カスタマーコミュニケーション部門」及び、直轄組織「流通領域開発室」の機能を「オー

トモビル事業部門」に移管 

   顧客とのあらゆる接点機会を活かし、事業の更なる成長を実現していく事を目的に、「カス

タマーコミュニケーション部門」、及び直轄組織「流通領域開発室」の機能を「オートモビル事



業部門」に移管するとともに、オートモビル事業部門配下の組織を下記の通り変更します。 

① 「デジタルソリューション室」を新設 

② 「営業推進本部」を新設 

「営業推進本部」配下に「クライアントソリューション部」を新設します。 

③ 「カスタマーサクセス推進本部」を新設 

「カスタマーサクセス推進本部」の配下に、「新規営業部」「カスタマーサクセスセンター

部」「カスタマーサクセスエリア統括部」「商品 DX 部」「運営部」「アライアンス部」を新設

します。 

 

 

２．執行役員の選任（2022 年１月１日付） 

社長執行役員                   藤崎 慎一郎 

専務執行役員                   瀧川 正靖 

常務執行役員                   後藤 博文 

一井 克彦 

佐藤 俊司 

大畑 智 

齋藤 康人 

谷口 博樹 

藤崎 真弘 

執行役員                     福田 博介 

                                                  尾崎 進 

樋口 康弘 

湯川 正 

有村 祐二 

 

 

３．人事異動（2022年１月１日付）  

氏 名 新役職名 現役職名 

佐藤 俊司 取締役常務執行役員 CCO 

事業統括部門 DM 

営業統括室担当 

㈱オークネットアドバンス 

 代表取締役会長 

取締役常務執行役員 

カスタマーコミュニケーション部門 DM 

事業統括部門 DM 

マーケティング推進部 GM 

㈱オークネット・セールスアンドサポート 

 代表取締役会長 

谷口 博樹 取締役常務執行役員 CFO 

コーポレート部門 DM 

経営管理部 GM 

取締役常務執行役員 

コーポレート部門 DM 

後藤 博文 常務執行役員 

㈱AIS代表取締役社長 

㈱カーせる 代表取締役会長 

常務執行役員 

流通領域開発室 GM 

㈱AIS代表取締役社長 

㈱カーせる 代表取締役会長 



一井 克彦 常務執行役員 

デジタルプロダクツ事業部門 DM 

新規事業統括室担当 

常務執行役員 

デジタルプロダクツ事業部門 DM 

DP管理室 GM 

新規事業統括室担当 

大畑 智 常務執行役員 

オートモビル事業部門 DM 

営業推進本部 DM 

常務執行役員 

オートモビル事業部門 DM 

AM企画管理室 GM 

四輪事業本部 DM 

藤崎 真弘 常務執行役員 

医療事業部門 DM 

医療機器事業室 GM 

㈱オークネットメディカル 

 代表取締役社長 

執行役員 

医療事業部門 DM 

医療機器事業室 GM 

㈱オークネットメディカル 代表取締役社長 

樋口 康弘 執行役員 CTO 

DX 部門 DM 

DX 戦略室 GM 

㈱オークネット・アイビーエス 

 代表取締役社長 

執行役員 

DX 部門 DM 

DX 戦略室 GM 

湯川 正 執行役員 

オートモビル事業部門 VDM 

カスタマーサクセス推進本部 DM 

㈱アイオーク 代表取締役社長 

執行役員 

オートモビル事業部門 VDM 

流通ネットワーク事業本部 DM 

㈱アイオーク 代表取締役社長 

有村 祐二 執行役員 CBO 

総合企画室担当 

商品サービス戦略室担当 

AM 事業戦略室 GM 

執行役員 

総合企画室担当 

商品サービス戦略室担当 

土屋 貴幸 ㈱オークネットアドバンス 

代表取締役社長 

執行役員 

カスタマーコミュニケーション部門 VDM 

オペレーション推進部 GM 

㈱オークネットアドバンス 代表取締役社長 

町井 武史 営業統括室 GM ㈱オークネット・セールスアンドサポート  

出向 

畠山 覚 DX 部門 

デジタルサービス開発部 GM 

DX 部門 

DX ソリューション１部 GM 

新井 浩一 DX 部門 

DX ソリューション部 GM 

㈱東京砧花き園芸市場 出向 

DX 部門 

DX ソリューション２ 部 GM 

㈱東京砧花き園芸市場 出向 

吉田 高志 ㈱オーク・フィナンシャル・パートナ

ーズ 代表取締役社長 

オートモビル事業部門 

AM 事業戦略室 事業改革グループ MGR 

浅見 博信 オートモビル事業部門 

デジタルソリューション室 GM 

オートモビル事業部門 AM データ戦略室 GM 

岩浅 雅彦 オートモビル事業部門  

営業推進本部 

クライアントソリューション部 GM 

オートモビル事業部門 

四輪事業本部 

流通営業部 GM 

西ヶ谷 貴治 オートモビル事業部門  

カスタマーサクセス推進本部 

新規営業部 GM 

オートモビル事業部門 

四輪事業本部 

流通運営部 GM 

飯田 直子 オートモビル事業部門 

カスタマーサクセス推進本部 

カスタマーサクセスセンター部 GM 

オートモビル事業部門 AM 事業戦略室 GM 

大森 貴浩 オートモビル事業部門 

カスタマーサクセス推進本部 

㈱オークネット・セールスアンドサポート 

 出向 



カスタマーサクセスエリア統括部 GM 

佐野 九 オートモビル事業部門 

カスタマーサクセス推進本部 

商品 DX 部 GM 

兼 ㈱AIS 出向 

DX 部門  
流通システム開発部 GM 

㈱AIS 出向 

谷 淳一郎 オートモビル事業部門 

カスタマーサクセス推進本部 

運営部 GM 

オートモビル事業部門 

四輪事業本部 

流通運営部 書類･カスタマーグループ MGR 

久野 文彦 オートモビル事業部門 

カスタマーサクセス推進本部 

アライアンス部 GM 

オートモビル事業部門 

流通ネットワーク事業本部 

流通ネットワーク推進部 GM 

高柳 優子 デジタルプロダクツ事業部門 

DP 管理室 GM 

デジタルプロダクツ事業部門 

DP 管理室 MGR 

※ CFO は「Chief Financial Officer」、CCO は「Chief Customer Officer」、CTO は「Chief 

Technology Officer」、CBO は「Chief Branding Officer」、DMは「Division Manager」、VDMは

「Vice Division Manager」、GMは「General Manager」、MGR は「Manager」の略称です。 

 

 

 

 

以   上  


